
 

審議会等の会議結果報告 

 

１．会 議 名 平成 28年度第１回松阪市地域包括ケア推進会議 

２．開 催 日 時 平成 28年 7月 28日（木）午後１時 30分から 

３．開 催 場 所 松阪市産業振興センター３階研修ホール 

４．出席者氏名 

【出席委員 31名】 

長友会長、小林副会長、桜井委員、野呂委員、長井委員、長島委

員、木田委員、太田委員、中村委員、藤井委員、齋藤委員、志田

委員、真砂委員、木村委員、岡村委員、近田委員、泉委員、奥田

委員、青木委員、小田委員、岡崎委員、竹田委員、山本委員、大

戸委員、梶家委員、松本委員、山口委員、鈴木委員、濱口委員、

植嶋委員、三宅委員 

【事務局 8名】 

高齢者支援課石川課長、松田担当監、介護保険課田口課長、地域

包括支援室西山室長、森本主任、大西主任、稲垣、奈良 

５．公開及び非公開 公開 

６．傍 聴 者 数 １３名 

７．担 当 

松阪市殿町１３４０番地１ 

松阪市 健康ほけん部 高齢者支援課 

担当者 ： 西山 

電 話 ０５９８－５３－４０９９、４４２７ 

ＦＡＸ  ０５９８－２６－４０３５ 

e-mail kaigo.div＠city.matsusaka.mie.jp 

 

協議事項 

１．あいさつ 

２．委嘱状の交付及び委員交替によるご紹介 

３．松阪市の地域包括ケアのめざす方向性について 

４．認知症における地域支援体制について 

  認知症ケアパス（しおり）の活用と 

認知症ではないかという人やご家族への早期介入・支援 

  ◆グループワーク 

５．その他 

議事録 別紙 



開催日時 平成２８年７月２８日（木）午後１時３０分～３時３０分

開催場所 松阪市産業振興センター

出席者

長友委員、桜井委員、野呂委員、小林委員、長井委員、長島委員、木田委員、太田委員、

中村委員、藤井委員、志田委員、斎藤委員、真砂委員、岡村委員、木村委員、近田委員、

泉委員、奥田委員、青木委員、小田委員、岡崎委員、竹田委員、山本委員、大戸委員、梶

家委員、松本委員、山口委員、鈴木委員、濱口委員、植嶋委員　三宅委員　　  31名

事務局
石川課長、田口課長、松田担当監、西山担当監、森本主任、大西主任、稲垣係員、奈良係

員　　8名

オブザーバー
傍聴（１名）、委員以外の地域包括支援センター職員（第一：1名、第二：3名、第三：2

名、第四：2名、第五：3名）松阪保健所前田　　　13名

新委員紹介 新委員（真砂委員、泉委員、小田委員、岡崎委員、梶家委員、植嶋委員、三宅委員）

会長 「地域包括ケアの目指す方向性について」講演

政策動向について話しします。

抜本的な制度改革が進行中で、基本的には費用を抑制する。

社会保障費の中でも医療と介護について大がかりな改革となっている。市場化、産業化が

図られている。自己負担、公的医療保険だけでなく民間の医療保険の場を作る検討もされ

ている。民間の医療保険がを増やすと公的医療費も同時に増える。民間の医療保険を増や

す事でパイが大きくなり、結果的に公的医療保険も増えるため、将来を見据えて検討する

必要がある。公的医療費の抑制が進められている。新たな公的医療費抑制の仕組みが2018

年度から開始となる。都道府県の役割を強化していく形、国民健康保険の都道府県の単位

化。第三期医療費適正化計画もそうです。

2018年4月には介護報酬、診療報酬の同時改定もある。制度、法律を変える前に診療報

酬、介護報酬で土台を作ってしまうのが最近の傾向です。後から法律が追いつくという形

です。地域包括ケアシステムが各自治体に求められている。　地域医療構想、これも都道

府県単位で策定を進めている。

地域医療構想が地域包括ケアに影響を及ぼす予想がされる。地域医療構想の根本になる病

床の推計は実態から少なくでるような計算方法をしている。レセプトを元にしたデータな

ので受診できなかった人、医療アクセスの問題を抱えた人はデータには出てこない。推計

自体が医療需要より小さくでるという推計の方法です。これをもとにして病床をどうする

かという議論をしている。それが地域の実態に反映しているのかみていく必要があり、問

題点の元になっている。ベット数がいくつ必要か、病院から患者さんを退院させていかな

ければいけないという方向性が強まる。今後そういう方向性になる。

そこで受け止めるために地域包括ケアシステムが重要となってくる。患者さんの行き場、

介護難民が増える、看取りの難民が増える、といったいろんな危惧する声が出ている。病

院の経営も憂慮される。国の責任を地方へ移していこうという改革は客観的事実です。

平成２８年度第１回地域包括ケア推進会議



社会保障は自己責任とか助け合いとか言われるが、どうにもならない問題で、病気や貧困

に対応するものだが、自己責任を強調されると今厳しいような状況にある人はより厳しい

状態になる。

どんどん地方に任せる方向性であるため地域から発信していく事が重視され、地域を味方

につけた情報発信が大事になる。

政策動向について受け身の姿勢だけではなく、どうしていくのか、どうしたいのかという

思考方向が求められる。そういう中でこの会議の位置づけが大事になる。

地域包括ケアの目指す方向性として、計画、方針に住民を当てはめていくことは本末転倒

と思っている。実際の地域の介護需要、医療のニーズを科学的に把握していく事が根底に

据えられるべき。そのためにはそれぞれの持ち場での力が必要。

地域住民に求められているのは、行政に任せるだけとか要求するだけの無責任なものでは

なく、その事が実現するまで一緒に関わっていく、自治体とともに、あるいは住民ととも

に変えていくことが大事になってくる。

会長 地域づくりの視点として、地域で困った人として扱いされている人は本当に困っている

人。例としてゴミ屋敷を形成している人は地域で面倒な人、困った人扱いをされる。人と

の付き合いができない人、その人自身が困っているというメッセージであるとうことを見

ていく必要がある。介護、医療で地域で一番困っている人を取り残さないようにすること

が必要。

都市部以外の地域では介護、医療は重要な産業のひとつで、手薄になると人口減少を加速

させる視点となる。

地域で政策を作ってく事が大切。いろんな味方つくる、また、サポーターをつくることも

大事になってくる。

政策動向を踏まえると市民に我慢を強いるかもしれないので、なるべく回避をすることも

大事になってくる。

健康格差対策も重要になってくる。地域で政策を作っていく時に低所得の方の対策、地域

全体の健康が低下する。低所得者の対策を実行することで、最近子どもの貧困対策がよく

言われるが健康格差に直結する効果がある対策です。低所得の人が不健康になる事態を

放っておくと地域全体の健康度が下がる。地域包括ケアを考える時に医療、介護の政策を

どうするか、こういうところにも裏打ちされている。根拠がこの当たりにあるということ

を提示している。

松阪市地域包括ケアの推進ということで、この会議の役割は地域の住民が切れ目なく介護

医療のサービスを利用できるようにしていくこと。

政策の方向性は、川上（病院）から川下（退院）への一方通行のケアではなく、松阪地域

としては切れ目ないケアの体制を作って、雰囲気を盛り上げていく事が必要。

来年4月からは新しい総合事業を展開しなければならないが、認知症のケアを通じて、医

療と介護の連携を推進する。具体的に認知症というところを使って地域包括ケアの具体例

という事ですすめる。認知症ケアパス作成、認知症初期集中支援チームの発足を進める。

医療と介護の連携拠点の検討　アンケートをこれから進める。

在宅医療のすそ野を広げていく、理解を広げていくことが重要です。

課長
本日はグループワークのアドバイザーとして三重大学病院　基幹型認知症疾患医療セン

ター佐藤医師にきてもらっている。



会長
認知症における地域支援体制について、認知症のケアパスの活用と認知症ではないかとい

う人やご家族への早期介入・支援について佐藤先生に入っていただいて進めて行きます。

事務局 今までの認知症の課題について、推進会議の内容の振り返りを含め説明

松阪市地域ケア包括ケア推進会議は年3回会議を行う。H26年7月開始。第6期介護保険事

業計画H27～29年までの3年間の事業計画の中で松阪市としては6つの柱を持っている。今

年度は、2つ目の認知症施策の充実、3つ目の在宅介護と医療の連携がを特に大きく話合っ

ていく。

認知症施策の充実のために、認知症に寄り添う部会を立ち上げ、年3回の会議予定で、今

年の5月から始まった。認知症支援の課題解決やマニュアル作りを専門家の先生、認知症

の家族、認知症家族の気持ちがわかる人を含めて検討している。

在宅医療と介護の連携については、松阪医療顔の見える連携会議。H28年の5月から2月に

１回開催　松阪市の３大病院と、課題を探って行っている。

地域包括ケア推進に係る勉強会、アンケート調査に関しては運営幹事会を月１回もってい

る。そこで全体の進行管理をしながら実施している。

認知症の施策を充実したいという事で、認知症ケアにおける課題をまとめており、推進会

議の委員からの意見や、5つの包括で主催をしてきた地域ケア会議（70回ほど開催）か

ら、地域の認知症で困っている人の地域の声、専門職の声を抜粋したもの。認知症に気づ

いた時の対応については、認知症ではないかという判断が難しい。そのために医療に繋げ

る受診も難しい、認知症のサービスの細かい所も知らないので紹介も難しい。そのため、

誰でもわかる対応やサービスの冊子を必要なタイミングで人に渡す事が大切。認知症ケア

パス、ガイドブックのようなものを考えている。内容は認知症の寄り添う部会でも話し

合っており、H28年から各包括に認知症地域推進員が配置されるようになったため、認知

症地域推進員が中心に準備を進めている状況。

事務局

リーフレットの説明。認知症のケアパスの目的参照。概要版はA4、8ページのリーフレッ

ト、詳細版は30ページ　専門職や認知症について勉強したいという方に向けての2種類を

作成予定。

各グループで、①概要版のケアパスの内容、使用方法②詳細版を作るとしたらどんな内容

が必要かの2つを話あってもらいたい。

会長 今からグループワークへ。それぞれの立場で感じている事を話し合っていただく。

＜グルーワークの結果発表＞

１G　
・事例を挙げると、市民は分かりやすい⇒文字が多いより身近な事例を入れるとどうなの

か。

・MCIについても記載しておくとよいのは。トレーニング(介護予防教室、カフェ等のご紹

介することで、状態改善する方法がある。⇒予防の必要性を記載、効果と共に

・認知症かどうか理解できていない家族が多いので対応を

・配布について地域とのつながりが密な民生委員さんが配布する

・広報がよい⇒しかし大事なものとしてはとっておくだろうが、見ない。全戸配布は見な

い人もいるため無駄？

・そのような家族に対し、認知症は環境により悪化も改善もあるため、家族らの対応につ

いても記載必要。



・認知症だとDrでも言いにくい。他人が指摘しづらい

2G
・認知症ケアパス（案）の内容や使い方について（概要版）制限有、多くの人に見てもら

う、ゴミ出しリーフレットを目指す

・表紙、認知症の主なもの見せやすい方がいい。何ページとすぐわかると良い。見てわか

るものがいい。

・認知症がどうやったらわかるのか？そういうのがあると良い。簡単なテスト、具体的な

ものがあると良い。

・「何かおかしい」と感じている人に試せるもの、もっとボリュームあっていい。

・配り方、チェックリストを配って返ってこない人もいる。

・表紙はきっちりわかりやすくお願いしたい。

・認知症の病態はいるのか、それより周辺症状の方がよいのでは？

・本人が電話した後、どうなるというフローチャートがあると良い

・一般的な連絡先と緊急連絡先が分かると良い

・配布、渡す側が必要な方へ渡しやすい工夫

・電話相談⇒どんな相談はどこへとわかると良い、具体的に。

3G
・エーザイへ聞きにいき、質問票（Hpのカードをイメージ）があった。認知症の段階が分

かる。気軽にみられるもの

・今の表紙だとわかりづらい。羅列したものは混乱を招く

・閲覧する人として気づけるきっかけにしてもらえればありがたい。相談所へ繋げれば良

いと思う。

・離れて暮らす子どもたちにチェック表を見てもらって、自分の親の認知程度を知ってい

ただけると思う。

・ご家族が判断できる、軽度・中度・重度に分けて示す事で

４G ・徘徊SOSネットワークについて入れる

・字が細かい

・わかりやすい言葉、手に取りやすいものにする

・症状の気づき（初期で受診につなげるまでのもの）、どこへ受診したらよいか教えてほ

しい

・相談案内（電話相談などちょっと相談したいという時にできるところ）

・詳細、概要以外でもっとわかりやすいものを作る

５G ・内容の字が小さい、イラストをいれてわかりやすく

・薬局へ置くのもいいが、他の冊子に埋もれる　配布先は各家庭　情報の少ない家庭へ市

から配布

・松阪市の保存版などを書いてずっと持っていてもらえるもの、穴あけて吊り下げられる

ように

・大きく輪を広げた相談窓口を大きく載せる

・全戸配布だけではなく、イベントでも配布。子どもの認知症サポーター養成講座でも配

布してもらえるよう　ふりがなもふる

・パンフを広めるにはどうしたらよいか？サポーター講座などをよせたもの、講座を活用



６G 概要版について

・「かかりつけ医に相談しましょう」の言葉を入れた方が良い

・カフェなどの情報も入れてはどうか

・ステージ毎でわかりやすいものを　→　P5～6ページの工夫を

　　すぐに医療情報が欲しい人もいるのでは？　　↑

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（包括、ケアマネ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域の方からの相談ですぐ専門医受診に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つながることはほとんどない印象あり

・この概要版はどこに配るのか　　　　　一人ひとりの想いが違う。

　ターゲットはどこにしぼるのか　　　　たくさんの人への啓発として

　　　　　　↑　　　　　　　　　　　　使えるもののイメージか

　　ここが決まらないと内容が検討できない

・4つの病態は詳しく載せなくても　名前や主症状で良いのでは

・相談できるところ　…　どこへ行っても良い

　　　　　　　　　　　　いくつも相談できるところがあるんだと

　　　　　　　　　　　　住民が分かることが安心に。

詳細版について

・ターゲットはどこに？

　目的はどこに置くのか？

・概要版が予防やMCIレベルの方々。

　初期の人を中心としてカバーできるものになるなら・・・

　　　　　　　　　　　↓

　　　　　　　症状がはっきりしている　　　　こういった中度以降の人への

　　　　　　　診断がついた　　　　　　　　　（それを支援する人）向けの

　　　　　　　困り感のある　　　　　　　　　　ものと整理した方が良い

　　　　　　　　　　　↓

　　　　　　　HPの外来や退院時の指導の時に配る。

　　　　　　　NSが丁寧に分かりやすく説明してくれると有難い。

・概要版を詳しくするだけのものなら不要ではないのか

・30ページのものが果たして読んでもらえるか

・病気の進行や社会資源の変化にどう対応するのか

・更新できるとすればホームページなどでの情報

佐藤医師 このガイドブックのターゲットをどこに持ってくるのかが重要。

お年寄りの早期発見、認知症の疑いから気づきの部分に関しての情報を伝えるのか、認知

症と診断された方の後のケアとかフォローについていろんな情報を提供するのか、全部入

れるとA4の8ページに収まりきれるのか、難しい。

地域で求められるのは気づきの部分をいかに広げていくかということが、どちらかという

と高いと思う。

こういった冊子は製薬メーカーが作ったのがあるので、それを利用するという手はある。

掘り起こしという部分になると製薬メーカーの対象外になるので、そこは重要。



予防にも触れたら良いのではという意見は掘り起こしの部分で触れられるべきで、もし掘

り起こしをターゲットにするならば、表紙に「認知症ガイドブック」と書くとまずは見な

い。そういった場合は「もの忘れガイドブック」、「脳の健康ガイドブック」、「ボケ防

止ガイドブック」など手に取りやすいようなネーミングにした方が良い。

相談先について具体例や症例でもいいが煩雑になればなるほど使うのがめんどくさくなる

ので、主だった包括、電話相談窓口をあげて、第一報が来ればそこから先は情報を共有し

て、さらに詳しい所はそれから調整するとまずは大きく輪を広げた入口を提示することも

一つの考え方ではないかと思う。

どちらが良いかは地域での一般住民の方の理解度が進んでいるのか進んでいないのか、医

療資源であったり、他の人的資源含めて地域の状況で決まってくる。両方あっても良いの

ではないか。

作った後どうやって広げるか、いつも難儀するところです。こころの医療センターも良く

似た冊子を作ったがセンターの中でしか流通していない。県の担当者もいつ作ったか知ら

ない状況であった。

広めるのはどうしたら良いか、難しいがサポーターなどの力を借りて、地域の小学校範囲

の講演会などで配布してはどうか。

ひと手間かかるがサポーターとか老人会、民生委員、地域での説明会などで届けられれば

ベスト。

会長
認知症ケアパス詳細版で委員の立場からみてどういう内容が必要か、このことについて各

グループで討議をお願いします。

認知症ではないかのところにかかりつけ医を入れてはどうか？

相談先を入れてはどうか？

６G ・ターゲットはどこに？目的をどこに置くのか？

・概要版を詳しくするだけのものなら不要ではないか

・A４版、30ページのもので果たして読んでもらえるのか

・病気の進行や社会資源の変化にどう対応するのか

・更新できるとすればホームページなどでの情報

・概要版が予防やMCIレベルの方々、初期の人を中心としてカバーできるものになるな

ら・・・

・中等度以降の人へそれを支援する人向けのものと整理したほうが良い

・HPの外来や退院時指導の時に配る。NSが丁寧にわかりやすく説明してくれると有りが

たい。

５G
・詳細版なので配布先は病院、包括、地域の民生委員に、事例をたくさん入れて、認知症

の種類別で　丁寧な説明を入れる

・症状で家族がどう対応したらいいか　薬の説明

・退院後の注意点、最低限の注意点、病院で指導できるように

・認知症について画像診断、症状に応じた病院選択できる情報を掲載する　長谷川式のよ

うなチェックできるものを載せる。

４G

・詳細版は必要ないのでは　詳細版では民生委員、自治会が学ぶために使うと包括につな

ぎやすい　商業施設入口の窓口　遠方の家族へはHPで情報が見れるように、相談フォーム

もいれては



・予防活動　配布は公民館、教室あるが、興味のない方に対してどうするかは課題

３G ・詳細版について、誰が使うものか絞る　中途や重度の人が対象になるのか？

・歯科医院の数が多くなってきたので、口腔から認知症予防へ話を盛り込んでもらえたら

・認知症の診断がついて介護されている方　どれくらい介護が必要か不安が大きいので、

見通しを書く事は難しいが認知症の方の家族から情報をもらい掲載したら良いのでは？

・全体をみれる認知症の理解への促し、例をたくさん挙げる。

・周辺症状の具体例とピンポイントでの対応例

・医療につなげる(性格ではなく、病気が引き起こしている）治療の可能性

２G ・概要は何がしたいかわかればいい。しかし読みにくいと困る

・診断がついた方でも、何を施設に使えたらいいのかわかるもの

・製薬会社の物を活用して作成する

・詳細版は支援者が見ていくイメージ。介護職の方へ医療の知識を含めて作る

・発見、気づきを重点的に。ならばチェックリスト等は日付けがつけられた方がよい

・詳細版を作る必要があるのか？インターネット上でいいのでは？

1G ・詳細版はターゲットに分けて作成すべき

・チェックリストなど記載してみる(自己チェックできる内容）

・段階に応じた事例と共に様々なサービスや制度を記載するとわかりやすいのではないか

（漫画で分かりやすく）

・介護保険サービスについては介護保険冊子あるため記載しなくてもよい

・詳細版は既に困っている認知症の方の家族へ配布。認知症の方と出会う機会多いため詳

しく理解してもらえるように、スーパーの方、消防、警察にも配布。

佐藤医師
詳細版のターゲットが決まらないと内容も決まらない。パスでなく、ガイドブック、説明

書的なものと理解した。

病診連携、医療連携、ケアパスの参考になるものをというのであれば、私どもの講座が

「脳の健康みえる手帳」これはパスですが作っているので、私どもの講座からネットでダ

ウンロードできるので参考にしてください。

いろんなことを説明するのにターゲットをどこに持っていくか、どういうふうにその知識

をターゲットにする方に伝えていくか難しい話です。

これはどこの市町でも同じと思うが、私どもは津市とかで活動していて、かかりつけの医

師、包括、ケアマネ、患者さん、ご家族共通しているのかかかりつけの医師も少しおかし

いと、しかし、大きい病院に行ってもらうのも少し気が引ける、そこの段差が大きい、そ

この間を埋めるようなシステムを作れないか、私達も考えていました。

活動は昨年からですが、県からの支援、医師会の協力を頂いて推進員を４名センターに置

いて、認知症出前ITスクリーニングという仕組みを作って、これはかかりつけの医師から

推進員の方に連絡をしていただければ、クリニックに出かけて患者さんと家族から話を聞

いて、その結果を私どものセンターに電子媒体で送っていただければ専門医がチェックし

てお返しする。



一昨年、四日市市と桑名市、津市、伊勢市合計4市で試験的に行った。一年間に180名ほど

参加いただき、3回の平均のMMSEが23点台、そのうち3分の2くらいが専門医の受診が進

められる。ポイントは従来から仕事をしている人の手を煩わさない。そこがポイントで

す。

それぞれ保健師、かかりつけ医にしろ結構忙しい中で過ごしているので、推進員という時

間給は安いですが、その方が間を取り持ってくれることによって　取り組みを行った。

福祉系の方の技能をあげていくために松阪市は多職種の方が集まってされている。素晴ら

しいことと思います。津市でやっているのは事例相談会を毎月しています。これは包括支

援センターが困っている症例を具体提示していただき、各グループで相談しているが、そ

れで解決すことはないがそれを積み重ねることによって顔の見える関係ができあがって、

病院とクリニックの医師と施設、行政、ケアマネ、どこにどういった人がいてどういう活

動をしているかが、しているうちに分かってきた。

佐藤医師

逆の情報も重要なことでネガティブの情報も結構上がってきます。三重県で共通して問題

なのは、認知症の認定ナースは三重県はもの凄く少ないです。三重県で今二人だけです。

愛知県は30数名いて、岐阜県は15～6名です。

三重県で２名というのは全国で最低レベルです。初期集中支援チームは全国で県は１位で

す。

看護師は福祉の現場と医療の現場をつなぐ役割で、或いは患者と重要な立ち位置で、来年

度から県立看護大学で認定看護師の養成のコースができることになったので、いくらか改

善するようになると思う。

認定看護師を置くと加算がつくようになっているので、看護師をこういった場に積極的に

参加するのが課題になってくる。

詳細版は、中度、重度と診断された認知症の方とすると、これから避けて通れないのは運

転免許の記載になってくると思う。これは非常に大きな問題で、どういうふうな仕組みで

認知症と疑われる方を誰がどういうふうにして診断して診断書を書くのか整理されていな

い所がある。学会で相談しているところです。診断がついた時点で運転に関しては控えな

ければならない、実態にそぐわないことでもそういったことの記載が必要になってくる。

こういった本は作るのはやさしいが、有効活用するのが難しい。A4で30ページ読む？とい

う意見があったが、読まなさそうであったら作らずに他に動力を使えばいい。

会長 切れ目のないケアを冒頭でも話しましたが、今日の題材に取り組んでいただいた。

引き続き皆さんに寄っていただき、皆さんの声をベクトルに向かって推進していきたい。

事務局

そのた、連絡事項です。

松阪市では介護保険法改正による新しい総合事業ということで、要支援の方が介護給付だ

けでなく、いわゆる訪問介護、通所介護をどういうふうに松阪市として新しい訪問型の

サービスや通所型のサービスを作り上げていくか取り組んでいる。

７月から８月にかけて地域づくり懇談会を行っています。地域の皆さん方と地域でできる

ことがあれば行政として支援をしたい。予算が伴う話ですが、宅老所の立ち上げに行政も

生活支援にあたって支援していくところを含めて考えていく



29年4月から総合事業を始めていきますが、先立って28年11月から一部松阪市としてモデ

ル的に実施していく方向で現在準備を進めている。

その紹介は、次回の推進会議で詳しく報告します。介護と在宅医療の連携拠点作りを目指

していかなければいけない。また、在宅医療の裾野を広げていくということで拠点が重要

なので、関係団体の方と協議を進めている。












